
4月版

節 期日 Kick Off 審判 会場

9:30 会 小山西B - 栃木翔南 小山

11:15 小山 - 栃木B 足利工業

13:00 足利工業 - 小山北桜 小山西B

9:30 佐野松桜 - 会 壬生 佐野

11:15 白鴎大足利B - 佐野 佐野松桜

9:30 会 佐野日大C 佐日中等教 小山城南

11:15 小山城南 - 足利清風 佐野日大C

4/17(日) 13:00 足利 - 足利南 壬生 壬生高校

5/21(土) 11:15 小山南B - 栃木農業 小山北桜 小西高校

9:30 小山南B - 会 栃木翔南 栃木農業

11:15 足利工業 - 栃木農業 小山南B

10:00 会 白鴎大足利B - 足利清風 足利

11:45 足利 - 小山北桜 足利清風

9:30 小山西B - 会 壬生 栃木B

11:15 佐野日大C - 栃木B 足利南

9:30 佐野松桜 - 会 小山城南 小山

11:15 小山 - 佐野 小山城南

5/15(日) 13:00 足利南 - 佐日中等教 足利清風 壬生高校

11:15 足利 - 佐日中等教 佐野日大C 佐日高校

13:00 小山北桜 - 栃木農業 足利南 足利南高校

9:30 足利南 - 栃木B 白鴎大足利B 足利南高校

4/17(日) 13:00 足利工業 - 栃木翔南 佐野 小城南高校

5/14(土) 9:30 佐野日大C - 佐野 佐日中等教 佐日高校

9:30 小山南B - 壬生 小山 壬生高校

11:15 小山 - 足利清風 佐日中等教 壬生高校

5/22(日) 9:30 小山西B - 小山城南 小山北桜 小西高校

5/14(土) 11:15 白鴎大足利B - 佐野松桜 栃木農業 足利南高校

渡良瀬運動

栃翔南高校

小城南高校

壬生高校

対戦カード

第
一
節

4/10(日)

4/9(土)

高円宮杯U-18サッカーリーグ2016ユースリーグ栃木　3部グループc

佐日高校

壬生高校

小西高校
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二
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第
三
節

4/17(日)

4/16(土)

5/15(日)

5/14(土)



5/15(日) 11:15 足利 - 栃木農業 小山西B 小西高校

佐日中等教 - 栃木B

5/22(日) 11:15 小山北桜 - 栃木翔南 小山城南 小西高校

4/16(土) 13:30 足利南 - 佐野 小山北桜 渡良瀬運動

5/21(土) 9:30 足利工業 - 壬生 足利清風 壬生高校

5/21(土) 11:15 佐野日大C - 足利清風 足利工業 壬生高校

4/9(土) 13:00 小山南B - 小山城南 壬生 壬生高校

7/23(土) 11:15 小山 - 佐野松桜 足利工業 小山城南

5/15(日) 9:30 小山西B - 白鴎大足利B 栃木農業 小西高校

4/10(日) 11:15 足利 - 栃木B 小山北桜 壬生高校

7/10(日) 13:00 栃木農業 - 栃木翔南 壬生 壬生高校

5/22(日) 13:00 佐日中等教 - 佐野 栃木翔南 小西高校

4/10(日) 9:30 小山北桜 - 壬生 足利 壬生高校

7/9(土) 11:15 足利南 - 足利清風 壬生 壬生高校

7/23(土) 9:30 足利工業 - 小山城南 佐野松桜 小城南高校

5/22(日) 11:15 佐野日大C - 佐野松桜 白鴎大足利B 壬生高校

5/22(日) 13:00 小山南B - 白鴎大足利B 佐野松桜 壬生高校

5/21(土) 9:30 小山 - 小山西B 小山南B 小西高校

7/24(日) 9:30 足利 - 栃木翔南 栃木農業 栃翔南高校

7/10(日) 11:15 栃木B - 佐野 栃木翔南 壬生高校

5/22(日) 9:30 栃木農業 - 壬生 佐野日大C 壬生高校

7/23(土) 9:30 佐日中等教 - 足利清風 白鴎大足利B 足清風高校

5/21(土) 13:00 小山北桜 - 小山城南 小山西B 小西高校

7/2(土) 9:30 足利南 - 佐野松桜 足利 佐松桜高校

6/25(土) 11:15 足利工業 - 白鴎大足利B 佐野 足清風高校

4/16(土) 13:00 佐野日大C - 小山西B 栃木翔南 栃翔南高校

4/10(日) 13:00 小山南B - 小山 栃木B 壬生高校
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7/16(土) 11:15 足利 - 佐野 足利工業 足利南高校

9:30 栃木翔南 - 壬生 栃木B 壬生高校

11:15 栃木B - 足利清風 栃木翔南 壬生高校

7/9(土) 12:00 栃木農業 - 小山城南 佐野日大C 小城南高校

7/3(日) 9:30 佐日中等教 - 佐野松桜 佐野日大C 佐日高校

7/18(月) 13:00 小山北桜 - 白鴎大足利B 小山城南 小西高校

7/10(日) 9:30 足利南 - 小山西B 白鴎大足利B 小西高校

7/18(月) 13:00 足利工業 - 小山 小山南B 佐野多目的

7/10(日) 11:15 佐野日大C - 小山南B 足利南 小西高校

7/9(土) 9:30 足利 - 壬生 足利南 壬生高校

6/25(土) 9:30 佐野 - 足利清風 足利工業 足清風高校

7/18(月) 11:15 栃木翔南 - 小山城南 小山西B 小西高校

5/15(日) 13:00 栃木B - 佐野松桜 足利 小西高校

7/23(土) 11:15 栃木農業 - 白鴎大足利B 足利清風 足清風高校

9:30 佐日中等教 - 小山西B 小山 小西高校

11:15 小山北桜 - 小山 栃木農業 小西高校

7/17(日) 13:00 足利南 - 小山南B 壬生 壬生高校

7/9(土) 14:00 足利工業 - 佐野日大C 小山城南 小城南高校

7/2(土) 11:15 足利 - 足利清風 白鴎大足利B 佐松桜高校

7/10(日) 9:30 壬生 - 小山城南 栃木B 壬生高校

7/18(月) 9:30 佐野 - 佐野松桜 佐日中等教 佐野多目的

7/2(土) 13:00 栃木翔南 - 白鴎大足利B 佐野松桜 佐松桜高校

7/18(月) 9:30 栃木B - 小山西B 栃木翔南 小西高校

7/24(日) 11:15 栃木農業 - 小山 栃木翔南 栃翔南高校

7/18(月) 11:15 佐日中等教 - 小山南B 佐野 佐野多目的

7/3(日) 11:15 小山北桜 - 佐野日大C 佐日中等教 佐日高校

7/16(土) 9:30 足利南 - 足利工業 足利 足利南高校
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